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海洋生態系と開発の管理:チェサピーク湾及び合衆国の

その他の沿岸生態系からの経験

Managing Marine Ecosystems and Development : Experiences from 
the Chesapeake Bay and Other Coastal Ecosystems in the United States 

Donald F. BOESCH* 

Abstract 

In order to maintain th巴 bioticintegrity and performanc巴 ofcoastal marine ecosystems affected by human 

population growth and economic development an ecosystem approach to manag巴mentis required. This is partic 

ularly challenging when， as is the cas巴 formany coastal ecosystems， d巴velopmentactivities on land， often far 

r巴movedfrom the coast， have a major impact on the coastal environment. The status of ecosystem management 

in the U. S. coastal zone is reviewed with a focus on four ecosyst巴msh巴avilyinfluenced by such landbased activities : 

the Chesapeake Bay， San Francisco Bay， the Mississippi Delta and Florida Bay. Ecosystem manag巴mentin these 

cases requires difficult decisions among the requirements for dev巴lopment(e. g. fr巴shwater， flood protection， 

agricultural production， transportation， waste disposaI. and building expansion) and environmental conditions in 

coastal waters. The Chesapeake Bay Program is a larg巴 andambitious effort which is addressing control of diffuse 

sources of pollutants and the restoration of habitats with the aim of improving water quality and assisting the 

restoration of living resources. It enjoys strong public support and receives scientific and technical input through 

mod巴lingand monitoring， yet it is only b巴ginningto approach ecosystem management in a holistic sense. Linking 

environmental quality with living r巴sourcesand beUer managing sprawling population growth in the watershed 

are v巴xingchalleng巴s.Based on this U. S. experi巴nce，science and engineering can make critical contributions 

toward巴cosystemmanagement through sustained investigation， dev巴lopingclear evidence of the scale and causes 

of change， forging consensus among diverse technical experts， developing mod巴lsto guide management actions， 

and identifying effective and feasible solutions. 

，. はじめに

私は次のような問題を取扱うために，今回この会議の

主催者に招かれた。すなわち， r海洋生態系は，開発と

共存することができるか」である。答えはもちろん，海

洋生態系は人間による開発と共存できるし，共存してい

るということである。確かにほとんどの沿岸生態系や多

くの外洋生態系でおさえも，人間による開発がもたらす副

産物の流入，資源の採取，あるいは環境の物理的な変更

により影響を受けてきた。こうした海洋生態系は，それ

らが自然に持っている機能どおりに継続し，機能するこ

とができるし，あるいは構造的，機能的に重大な変更を
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受けることがある。むしろ鍵となる問題は，海洋生態系

を人間による開発とともに，一定の受入れ可能なレベル

の生物的な完全性と能力の中で維持できるかどうかであ

る。

受入れ可能な生物的な完全性と能力を維持しつつ，沿

岸部で資源を利用し，住民の増加と経済開発を支えると

いうことについて，我々の記録は特によいものではない。

多くの生きた海洋資源は，過剰に利用されてきた。我々

が科学的な情報を適用し，持続的なレベルで漁獲を規制

しようとしたときでさえも，多くの場合失敗してきた 11)。

商業やレクリエーションを支えるため，あるいは住民や

施設を保護するために行う環境の物理的変更も，沿岸の

生態系に好ましからざる影響をもたらしてきた 2>， 15)。

我々は直接流出による汚染を減らすことに一定の成功を

おさめているが，栄養塩や有毒物質の流出源の拡散が多

くの沿岸の汚染や変質の拡大をもたらしている 16)。

それでは我々は，どのように人間による開発に伴う活

動をよりよく管理し，沿岸の生態系を受入れ可能なレベ

ルの生物的な完全性と能力の範囲内で維持し，あるいは
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回復することができるだろうか。問題毎，資源毎，利用

毎，あるいは環境毎の管理が期待されてきたが，好まし

くない結果や矛盾をもたらしたことは，経験上明らかで

ある。益h 管理はこうした分野の間でF統合され4)，5) 

生態系という枠組の中に置かれなければならない。

統合的な生態管理の必要性を説明するために，合衆国

の大規模で，重要な 4つの沿岸生態系に影響を及ぼす複

合的な問題と，それらを生態系という枠組で管理するた

めに続けられている努力を，簡単に振り返ってみたいと

思う。特に，大規模な管理と回復が最も進んでいるチェ

サピーク湾に焦点を当てたい。他の場所でも適用の可能

性がある科学技術の適用について，これらの経験からの

教訓を拡大することを試みたいと思う。

2. 陸上ベースの活動の重要性

検討対象の 4つの沿岸生態系 (Fig.l)には，それら

に対する陸上ベースの活動の強力な影響が共通にある。

4つのすべてが物理的変更，廃棄物の処理あるいは資源

の採取からの直接的な影響を経験しているが，それらは

それぞれの流域(集水地域)からの淡水，栄養塩および

流送土砂の供給に大きな変化があることにより広く影響

を受けてきた。つまりそれらは，沿岸地域自体での開発

活動とともに拡散する陸上ベースの活動をコントロール

するという複合的な管理上の大問題を提起している。

流送土砂の記録の分析によれば，チェサピーク湾は18

世紀の終わりに，ヨーロッパの植民地開拓者が農業のた

めに著しく土地を開拓して以降，劇的に変化を受けたこ

とが示されているヘ土砂の堆積率が増加し，地上から

の栄養分を含んだ排水の増加により，プランクトンの発

生が刺激された。富栄養化は， 20世紀の中頃における化

学肥料の使用により生じ，また更に近年には，化石燃料

の燃焼による窒素の大気中の蓄積により高まった。結果

として，貧酸素水の発生が高まるとともにへ現在では

貧酸素水が夏の聞の水深の深い場所の共通の特徴であり，

海産植物が1970年代以前には豊富であった広範な生息地

Fig. 1 Four major coastal ecosystems which 

are heavily influenced by terrestrial 

runoff and are subjects of ecosystem 

management program 

からもはや姿を消している九さらに，魚及び貝の多く

の資源が乱獲と生息地の変化により減少している。特に

大きなカキの岩礁は削り落され，残ったカキの個体群は

病原体からの深刻な圧力のもとに置かれている。

サンフランシスコ湾の河口は，おそらく合衆国の主要

な河口の中でも，人間の活動により最も改造されたとこ

ろであろう lヘ干潟のほぼ95%が干拓され，堤防が築

かれたり埋立てられている。残っている漁場はなく，多

くの非固有種が定着することとなった。現在，最も重大

な管理上の問題は，農業用，都市用の淡水の消費と迂回

路の建設である。現在では，歴史的に記録されている流

量の40%が河口に入っているにすぎない。川の流量が減

少したことの大きな影響があったが，最近までそれらは

水の使用者の要求に比べて重要性の低いものと考えられ

ていた。しかしながら，河口上部での 2psu等塩分線の

縦断方向の位置が生態系と漁業生産性の重大な変動に直

接関係していることを実証する統計的モデルにより，科

学者達の間でコンセンサスが生じ，支持されている 10)。

このことが新規の水分配協定の中で，この等塩分線を最

適なゾーンに保つために十分な水を放水するための管理

ガイドラインの採択をもたらした。

大きな変化は20世紀の後半に， ミシシッピデルタと隣

接する沿岸部で起きている。沿岸部の干潟は水路建設の

拡大とJIIからデルタへの土砂の供給がなくなったことに

より， 1950年以降，急速な率 (73km2/年といった規模)

で失われている 2)。その間に川自体が変ってきた。川の

下流での年間平均の土砂の堆積量は， 19世紀の終わり以

降，特に1950年代のダム建設の結果として，少なくとも

半分に減少している九硝酸塩の濃度は， 1950年代以降，

おそらく主として化学肥料の使用の増大のために 2倍以

上になっている一方，ケイ酸塩の濃度は，おそらく前記

ダムの背後にある貯水池における生物の沈殿のために40

%減少している 21)。硝酸塩の増加は夏の 2，3カ月の間，

底水部において深刻な貧酸素水を発生し，内部大陸棚の

大きな地域の富栄養化を押し進めているものと思われる。

窒素:ケイ素比の変化は，プランクトンの食物連鎖にか

なりの影響を持っている可能性がある。大規模な生態系

回復努力が，塩分の侵入をくい止め，干潟に土砂を供給

するため，デルタの相互分流に川の流れを呼び戻すこと

を通じ，残った干潟の長期にわたる生存を確保しようと

いう途上にある九川の土砂と栄養塩の堆積量の変化，

並びに迂回路建設の干潟に対してだけでなく，沿岸の富

栄養化，漁業生産に対しても及ぼす影響は，この生態系

の包括的な管理の中で考慮されなければならない。

フロリダ湾はフロリダ半島の先端とフロリダ諸島との

間にある大規模でー，非常に浅い潟である。人間による開

発の影響は比較的小さいと考えられていたが， 1987年の

初めにこの湾の底の80%をおおっていた海草が次々に枯
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Fig. 2 Hypothesized interactions stemming from 

reductions of freshwater inflow into Flor-

ida Bay， leading to massive die-off of 
seagrass and algal blooms 14 ) 

れ始めた1心。シアノバクテリアと植物プランクトンの異

常発生が起り始めるとともに，頻度と激しさを増し，か

つて透明であった水を濁った緑色に変えた。ブロリダ湾

は十分に研究されていないので，こうした破壊の正確な

原因は，現在拡大されている研究，モニタリング，モデ

リングの完了を待っている。しかしながら，原因は水

の消費と洪水予防に伴う迂回路建設により，この湾に

入る淡水の流量が減ったことに関係しており，それが過

度の塩分状態，海草の死滅，結果としての土砂からの栄

養複の流出，そして，その行き着くところとして，藻類

の異常発生を招いたという仮説を科学者達は立ててい

る (Fig.2)。

淡水，栄養塩，殺虫剤の供給の影響を検討することは，

現在では南アロリダ全体に関する大規模な地域生態系管

理アプローチの一部である。この努力にはフロリダ州と

ともに，関係するすべての連邦機関が関与しており，持

続的な開発という枠組の中で，エバーグレーズ及びフロ

リダ諸島の水の供給，洪水予妨，農業，人口増加，観光，

貴重な天然資源について検討しているところである。

3. 生息地の回復

沿岸生態系の管理には，沿岸地域にの用語の狭い意

味での)における開発活動だけでなく，流域(そして，

おそらく「空域」さえも)が含まれなければならないと

いう新しい大問題に加えて，それはまた，多くの場合，

条件を望ましいレベルに改善しあるいは沿岸生態系の生

産性を高めるために，沿岸生息地の積極的な回復も取扱

わなければならない。このことは，更なる技術上及び管

理上の大問題を提起するものである。多くの場合，人は

変質したあるいは損われた生態系を研究することにより，

生態系の生物的な完全性と能力に影響を及ぼす要因につ

いて学ぶことになるが，この情報は必ずしもミティゲー

ション的な行動を通じ，生態系の回復を管理することに

とって，あるいはそれを予測することにとってさえも，

適切とは言えない。さらに，沿岸生態系が物理的に改造

されたり，破壊された場合，それらは一度ストレッサー

が解放されると復元することができず，積極的な回復を

必要とする。このため，回復に関する科学とエンジニア

リングは，多くの場合，生態系管理の重要な構成要素と

なる。

ミシシッヒ。デルタでは，沿岸干潟の創造，回復，管理

に非常に重点が置かれつつある 2)。実際に合衆国におけ

る沿岸生息地の回復努力の大きな部分は，沼地とマング

ロープ、の生息地を取扱うものである。海域の生息地，特

に干潟の回復と保護に直面するエンシ、ニアリング上及び

技術上の問題点の評価が，最近，全米研究協議会により

行われた同。

チェサピーク湾では，生息地の回復努力は，植物の成

育する干潟に加え，水生植物，カキの岩礁，朔河性魚類

の移動に対する障壁の除去に焦点を当てている。水生植

物のいくつかの栽培あるいは播種が試みられているが，

回復戦略は主に植物の復元を可能とする水質条件を達成

することにかかわるものである 7)。かつて，この湾に極

めて豊富であったカキの個体群の回復は，細菌性病原微

生物の蔓延により妨げられている。カキの収穫者，養殖

漁業者，環境主義者，科学者，資源に関する機関の問で

のパートナーシップによって，管理された地域に病気の

ないカキの稚貝を播き，岩礁を再構築することを伴う復

元行動計画を現在実施しているところである。

4. チェサピーク湾プログラム

合衆国において最も大きな河口であるチェサピーク湾

は，広範な科学的調査の現場となってきており，大規模

な沿岸生態系を回復し管理しようという世界で最も野心

的な試みの対象となっている。この湾とその干満のある

支流は， l1， OOOkm
2をおおっているが，チェサピーク湾プ

ログラム (CBP; Chesap巴akBay Program) 3)は， 166，000 

km
2の流域全体に，点、源および非点源汚染の管理，河岸

地域の管理，公共教育の点、でその努力を拡大している。

CBPは1983年に，米国環境保護庁，ペンシルベニア州，

メリーランド州，パージニア州，コロンビア特別区，チ

ェサピーク湾委員会(州の立法調整機関)の聞の第 l回

チェサピーク湾協定とともに開始された九これらの行

政主体がチェサピーク湾の河口生態系の水質と生物資源

を改善し，保護するために調整された計画を開発し実施

することに合意した。この湾の問題点を解決するための

管理・行動体制並びに進捗状況を測定するための水質モ

ニタリングプログラムを確立することにより，このプロ

グラムを初期の研究段階から前進させた。

第 2回チェサピーク湾協定は1987年に署名されたが，

それは1983年協定の範囲を次の 6つの分野で29の行動コ

ミットメントに拡大したものであった。すなわち，生物
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資源，水質，人口増加と開発，公共の情報，教育及び参

加，公共アクセス，管理である。特に注目できるのは，

1987年協定が今世紀の終わりまでにこの湾に到達する栄

養塩の総量を40%削減することを要求し，河口の植物及

び動物の生産性，多様性，豊富性を，チェサピーク湾の

状態の最終的な尺度として使用することを定めたことで

ある o

5年間にわたる調査，モニタリング，モデリングの後，

栄養塩の40%削減という目標を再検討したうえで， 1992 

年の改訂協定はこの目標を再確認し，この湾の主な支流

毎に具体的な栄養塩削減目標を定め，そうした目標を達

成するとともに水生生物の生息地を保護し，改善するた

めの戦略を開発することを命じた。こうしたいわゆる

「支流戦略」の開発と遂行は， CBPの主要な焦点をなす

ものである。支流戦略は，このプログラムを主として州

政府，連邦政府レベルでの 1つの流れから，汚染物質の

点源及び非点源の管理や水生生物の生息地の回復のため

に最も適するアプローチを追求し実行するため，地方政

府や地域社会を大きく取り込まなければならないものに

変えている。

チェサピーク湾協定及び改訂協定の目標を達成するた

めには，まだ進むべき長い道のりがあるが，生物資源の

回復，水質の改善，自然、的に重要な地域の保全では進歩

してきている 6)。リン酸塩の濃度の減少，水の透明度の

増加，微量金属及び一定の有機毒物の周辺での濃度の減

少，水中水生植物地域の増加は肯定的な兆しにある。し

かしながら，いくつかの下水処理作業において生物学的

な栄養塩の除去を実行したにもかかわらず，窒素の濃度

(植物プランクトンの過剰な増加の原因である重要な生

物学的刺激物)は低下しておらず，農業や大気中の蓄積

を含め，非点源のより効果的なコントロールの必要性を

強調している。

5. 生態系の管理に向けて

r1987年協定の署名まで多くの回復努力は，この湾の

植物及び動物を l度に 1種，救うことになっていた。

CBPが担当することで黙示されるのは，この湾を生態

系アプローチから管理することである」九 CBPは相互

関連する様々な資源，利用法，開発活動の管理に向けた

非常に野心的なアプ。ローチであるが，すべての相互関係

を現実的，数量的に考慮することに基づいて生態系を管

理するという理想に到達していない。この湾の三次元的

時間変量モデルを流域モデルに結ひ、付けることにより

例証されているとおり，一定の分野，特に水質について

は，統合的な管理に向けたかなりの前進が行われている

(Fig. 3) 19)。特に三次元モデルは，調査，モニタリン

グから発生した科学的理解を非常にうまく統合しており，

沿岸の水質モデルにおいて先端的技術のものと広く認め

Fig. 3 Schematic representation of the 

linked atmosphere困 watershed-

estuary water quality model 

used in management of the 

Chesapeake Bay 

られている。水質を生物資源や生態系の構造，機能と結

び付けてモデルを改良する作業を行っている途上にあ

る20)。さらに，この三次元モデルはこの湾の本流を取扱

ったものであり，流域モデルは土地の利用を含むとはい

え，この湾のモデルがそうであるようには，生態学的，

地球化学的，水文学的なプロセスの説明において余り精

密なものではない。支流戦略の実行をガイドするために

は，この湾の主要な支流の非常に優れた，現実的モデル

が必要とされよう。

プォレスター・ジョン・ゴードン 8)は，次のように書

いている:r生態系の管理技術は，おそらくそれが住み

やすい環境を保証する際に有益である可能性を持つので，

通信技術の改革あるいはバイオテクノロジーのいずれに

比べても，人々にとって重要なものとして出現するだろ

う」。生態系の管理がますます必要としている有効な科

学と精巧な技術に加え，生態系のような複雑なものを管

理するというすべての努力が，最終的には実験であり，

保証のない結果の中にあるものであることを誰もが認識

しなければならない。このことは，実行しつつ学ぶこと

に重点を置いた適応性のある管理の応用を必要としてい

る。ヘネシ一日は，チェサピーク湾プロジェクトを見直

し，その目的の発展と改善，モニタリングと科学情報の

利用が適応性のある管理の効果的な応用を証明したとい

う所見を述べた。これは，一定の距離からあるいは数十

年という単位で見た場合には真実であるかもしれないが，

調和したプロセス川 22)として，適応性のある管理はも

っときつい結び付きや，もっと短期の手段さえ必要とし

ているのである。

6. 持続的な開発

約80，000人のメンバーを擁する自然保護団体であるチ

ェサピーク湾財団は， r湾を救おう」というスローガン

を通じ，この湾の回復に向けた公共のサポートを築き上
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げるために多くのことを行ってきた。しかし，水質に関

する著名な専門家であるゴードン・ウォルマンが最近指

摘しているように，その作業は決して終わることがない

ので，更に正確な目標は， r湾を維持しよう」であると

思われる。このことは，チェサピーク湾の40%の栄養塩

削減目標によって例証される。この合意は，一度40%の

削減目標が達成されたら，この地域での継続的な人口増

加がより多くの窒素やリンの廃棄物を生み出す傾向にあ

るにもかかわらず，総排出量の絶対的制限のもとで維持

することを要求している。不思議の国のアリスの中のレ

ッド・クイーンのようにつの場所に留まるためには，

誰もが早く，早く走らなければならない。

7. 科学及び技術の役割

別の最新の論文1)の中で，私は景観の変更が沿岸生態

系に及ぼす影響を認識し，上で議論した 4つの生態系を

管理し，回復するための効果的な政策を作成する際に，

科学が果たした役割を検討した。各ケースで，科学と管

理の双方が陸と海のインターフェースという複雑な生

態系と資源につきものの空間的，機能的，時間的なスケ

ールのミスマッチ 12)に見まわれてきた。科学が管理に

対して及ぼす影響の重要な要因には，1)管理者によっ

て全体的に限定されない即応的で持続的な科学的調査，

2)変化の明白な証拠，変化の規模，変化の原因， 3) 各

種利益団体と関連を持つ科学集団の聞のコンセンサス，

4) 管理行為をガイドするモテ、ルの開発そして 5) 問題

の効果的，実行可能な対策の明確化，が含まれている。

効果的な生態系の管理のために取扱わなければならな

い問題の範囲がさらに複雑になるにつれて，政策の形成，

実行において，科学的，技術的情報を発生させ，伝達し，

使用するプロセスの改善により，一層の注意を払わなけ

ればならないことは明らかである。全米研究協議会の最

近の報告17)は，統合的で適応性のある管理の中でメカ

ニズムを改善し，コミュニケーションを強化し，能力を

構築し，科学を関与させるための勧告を行政機関，立法

機関，科学者，大学，メディア，非政府組織に向けて提

出している。これは，データ，施設，人員の共有化を通

じて科学的知識を翻訳し，普及すること並びに科学と政

策能力を統合することにもっと重点を置くことを勧告す

るものである。

8. おわりに

合衆国の重要な沿岸地域の環境上の質と天然資源の変

化が流域及び沿岸生態系を，より全体論的に管理する必

要性を強調している。効果的な生態系の管理は，環境媒

体(空気，土地，淡水，海洋環境)相互にまたがった科

学的，技術的分野の更なる統合と科学者(自然科学，社

会科学双方)，エンジニア，政策立案者，管理者の聞の

さらに効果的な相互作用を必要とする。進行中の作業で

あるチェサピーク湾プログラムは，多くの価値ある教訓

を提供するものであるが，他の沿岸生態系の適応力のあ

る統合的な管理を前進させるための処方築を提供するも

のではない。
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